
選定業者 選定業者

上賀茂市営住宅 鳳電気土木株式会社 向島市営住宅　１０街区 森田電気工事株式会社

三宅第一市営住宅 鳳電気土木株式会社 向島市営住宅　１１街区 森田電気工事株式会社

三宅第二市営住宅 鳳電気土木株式会社 洛西東新林市営住宅 太田電気株式会社

山端北市営住宅 鳳電気土木株式会社 洛西北福西市営住宅 太田電気株式会社

山端南市営住宅 鳳電気土木株式会社 洛西南福西市営住宅 太田電気株式会社

高野市営住宅 鳳電気土木株式会社 洛西東竹の里市営住宅 太田電気株式会社

日ノ岡市営住宅 有限会社サンコー電設 太田電気株式会社

御陵市営住宅 有限会社サンコー電設 いわたの森市営住宅 協和電気工業株式会社

音羽市営住宅 有限会社サンコー電設 椥辻西市営住宅 有限会社サンコー電設

音羽千本市営住宅 有限会社サンコー電設 南烏丸市営住宅 協和電気工業株式会社

東野市営住宅 有限会社サンコー電設 際目市営住宅 協和電気工業株式会社

大宅市営住宅 有限会社サンコー電設 葛野市営住宅 太田電気株式会社

勧修寺第一市営住宅 有限会社サンコー電設 久我のもり市営住宅 中島電工株式会社

勧修寺第二市営住宅 有限会社サンコー電設 西大路市営住宅 協和電気工業株式会社

椥辻市営住宅 有限会社サンコー電設 東九条市営住宅 協和電気工業株式会社

八条市営住宅 協和電気工業株式会社 東松ノ木市営住宅 協和電気工業株式会社

上鳥羽口市営住宅 協和電気工業株式会社 醍醐西市営住宅 株式会社オステム

大覚寺市営住宅 太田電気株式会社 醍醐中市営住宅 株式会社オステム

広沢市営住宅 太田電気株式会社 醍醐東市営住宅 株式会社オステム

嵯峨市営住宅 太田電気株式会社 唐橋市営住宅 太田電気株式会社

蜂ケ丘市営住宅 太田電気株式会社 唐橋第二市営住宅 太田電気株式会社

西京極市営住宅 太田電気株式会社 山科市営住宅 有限会社サンコー電設

鈴塚市営住宅 協和電気工業株式会社 東天王町市営住宅 株式会社安田電機工業所

桜島市営住宅 協和電気工業株式会社 鷹峯市営住宅 柴田電機株式会社

深草第三市営住宅 協和電気工業株式会社 楽只市営住宅 柴田電機株式会社

七瀬川市営住宅 扶桑電機株式会社 養正市営住宅 鳳電気土木株式会社

越後屋敷市営住宅 協和電気工業株式会社 錦林市営住宅 株式会社安田電機工業所

竹田市営住宅 株式会社オステム 三条市営住宅 株式会社安田電機工業所

桃陵市営住宅 株式会社オステム 株式会社安田電機工業所

木津市営住宅 協和電気工業株式会社 崇仁市営住宅 中島電工株式会社

下津市営住宅 協和電気工業株式会社 壬生市営住宅 株式会社安田電機工業所

勧修寺北市営住宅 有限会社サンコー電設 改進市営住宅 協和電気工業株式会社

樫原市営住宅 太田電気株式会社 壬生東市営住宅 株式会社安田電機工業所

深草市営住宅 協和電気工業株式会社 岡崎市営住宅 鳳電気土木株式会社

西野山市営住宅 有限会社サンコー電設 泓ノ壺市営住宅 協和電気工業株式会社

川西市営住宅 株式会社安田電機工業所 久世市営住宅 中島電工株式会社

石田東市営住宅 株式会社オステム 加賀屋敷市営住宅 協和電気工業株式会社

石田西市営住宅 株式会社オステム 辰巳市営住宅 株式会社オステム

醍醐南市営住宅 株式会社オステム 山ノ本市営住宅 中島電工株式会社

大受市営住宅 株式会社オステム 田中宮市営住宅 協和電気工業株式会社

小栗栖市営住宅 協和電気工業株式会社 岩本市営住宅 中島電工株式会社

醍醐中山市営住宅 株式会社オステム 久世南市営住宅 中島電工株式会社

下鳥羽市営住宅 株式会社オステム 南岩本市営住宅 協和電気工業株式会社

向島市営住宅　５街区 協和電気工業株式会社 高瀬川南市営住宅 協和電気工業株式会社

向島市営住宅　１街区 協和電気工業株式会社 東岩本市営住宅 協和電気工業株式会社

向島市営住宅　８・９街区 森田電気工事株式会社 二条市営住宅 有限会社村田電創
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上賀茂市営住宅 京栄水道株式会社 向島市営住宅　１０街区 伏見管工株式会社

三宅第一市営住宅 京栄水道株式会社 向島市営住宅　１１街区 伏見管工株式会社

三宅第二市営住宅 京栄水道株式会社 洛西東新林市営住宅 京栄水道株式会社

山端北市営住宅 京栄水道株式会社 洛西北福西市営住宅 京環メンテナンス株式会社

山端南市営住宅 京栄水道株式会社 洛西南福西市営住宅 株式会社神田設備

高野市営住宅 京栄水道株式会社 洛西東竹の里市営住宅 京栄水道株式会社

日ノ岡市営住宅 株式会社小野設備 京栄水道株式会社

御陵市営住宅 株式会社小野設備 いわたの森市営住宅 新栄設備株式会社

音羽市営住宅 株式会社神田設備 椥辻西市営住宅 伏見管工株式会社

音羽千本市営住宅 株式会社神田設備 南烏丸市営住宅 株式会社中川工業所

東野市営住宅 伏見管工株式会社 際目市営住宅 西岡工業株式会社

大宅市営住宅 株式会社小野設備 葛野市営住宅 有限会社矢野設備

勧修寺第一市営住宅 京栄水道株式会社 久我のもり市営住宅 有限会社矢野設備

勧修寺第二市営住宅 新栄設備株式会社 西大路市営住宅 株式会社橋本工業

椥辻市営住宅 株式会社神田設備 東九条市営住宅 株式会社中川工業所

八条市営住宅 日本設備工業株式会社 東松ノ木市営住宅 日本設備工業株式会社

上鳥羽口市営住宅 株式会社神田設備 醍醐西市営住宅 株式会社鈴木メンテナンス

大覚寺市営住宅 京栄水道株式会社 醍醐中市営住宅 西岡工業株式会社

広沢市営住宅 京栄水道株式会社 醍醐東市営住宅 株式会社鈴木メンテナンス

嵯峨市営住宅 株式会社神田設備 唐橋市営住宅 株式会社中川工業所

蜂ケ丘市営住宅 京栄水道株式会社 唐橋第二市営住宅 日本設備工業株式会社

西京極市営住宅 株式会社橋本工業 山科市営住宅 京栄水道株式会社

鈴塚市営住宅 新栄設備株式会社 東天王町市営住宅 株式会社中川工業所

桜島市営住宅 株式会社神田設備 鷹峯市営住宅 株式会社中川工業所

深草第三市営住宅 新栄設備株式会社 楽只市営住宅 株式会社中川工業所

七瀬川市営住宅 西岡工業株式会社 養正市営住宅 株式会社中川工業所

越後屋敷市営住宅 西岡工業株式会社 錦林市営住宅 京栄水道株式会社

竹田市営住宅 西岡工業株式会社 三条市営住宅

桃陵市営住宅 京栄水道株式会社

木津市営住宅 西岡工業株式会社 崇仁市営住宅 京環メンテナンス株式会社

下津市営住宅 西岡工業株式会社 壬生市営住宅 株式会社中川工業所

勧修寺北市営住宅 新栄設備株式会社 改進市営住宅 西岡工業株式会社

樫原市営住宅 株式会社鈴木メンテナンス 壬生東市営住宅 日本設備工業株式会社

深草市営住宅 新栄設備株式会社 岡崎市営住宅

西野山市営住宅 京栄水道株式会社 泓ノ壺市営住宅 西岡工業株式会社

川西市営住宅 京環メンテナンス株式会社 久世市営住宅 日本設備工業株式会社

石田東市営住宅 株式会社鈴木メンテナンス 加賀屋敷市営住宅 西岡工業株式会社

石田西市営住宅 京栄水道株式会社 辰巳市営住宅

醍醐南市営住宅 京栄水道株式会社 山ノ本市営住宅 株式会社橋本工業

大受市営住宅 京栄水道株式会社 田中宮市営住宅 西岡工業株式会社

小栗栖市営住宅 京環メンテナンス株式会社 岩本市営住宅 伏見管工株式会社

醍醐中山市営住宅 伏見管工株式会社 久世南市営住宅 有限会社矢野設備

下鳥羽市営住宅 株式会社神田設備 南岩本市営住宅 伏見管工株式会社

向島市営住宅　５街区 株式会社鈴木メンテナンス 高瀬川南市営住宅 株式会社中川工業所

向島市営住宅　１街区 伏見管工株式会社 東岩本市営住宅 伏見管工株式会社

向島市営住宅　８・９街区 伏見管工株式会社 二条市営住宅 日本設備工業株式会社
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